
令和３年６月10日

上段・電話番号 申　込
 下段・FAX番号 〆切日

 第48回　全日本中学校 茨城県 〒３０６－０２２５ 茨城県古河市磯部１７７３ ０８０－２０２４－６２３７

 陸上競技選手権大会 ひたちなか市 古河市立総和南中学校内 ０２８０－９２－８３８０

 第61回　全国中学校　　 千葉県 〒２６１－００１３ 千葉県千葉市美浜区打瀬３－１２－１ ０４３－２１１－０３４４

水泳競技大会 習志野市 千葉市立打瀬中学校内 ０４３－２９９－２８３２

 第51回　全国中学校 群馬県 〒３７１－００２７ 群馬県前橋市平和町２－１３－２４ ０２７－２３３－６６５１

バスケットボール大会 高崎市・前橋市 前橋市立第三中学校内 ０２７－２２４－６６７０

 第52回　全国中学校 山梨県 〒４００－０８０７ 山梨県甲府市東光寺２－８－１ ０５５－２２７－７０６３

サッカー大会
甲府市・富士吉田市
都留市・山中湖村

富士河口湖町
甲府市立東中学校内 ０５５－２２７－７０６３

 第50回　全国中学校 埼玉県 〒３４２－００２５ 埼玉県越谷市大沢６５９－１ ０４８－９７５－５５５１

ハンドボール大会
さいたま市
富士見市

越谷市立栄進中学校内 ０４８－９７５－５６４１

 第43回　全国中学校 千葉県 〒２７０－２２２２ 千葉県松戸市高塚新田３８０ ０４７－３９１－２１１０

軟式野球大会
千葉市・市原市

袖ヶ浦市・浦安市
松戸市立第五中学校内 ０４７－３９１－８６３７

 第52回　全国中学校 神奈川県 〒２２１－０８５５ 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町３－１ ０４５－５６５－５７８８

体操競技選手権大会 藤沢市 神奈川県立スポーツ会館内 ０４５－３２４－６６７０

 第52回　全国中学校 東京都 〒１０６－００４７ 東京都港区南麻布５－１－１４ ０３－３４４４－７１８１

新体操選手権大会 八王子市 広尾学園中学校内 ０３－３４４４－７１８３

 第51回　全日本中学校 埼玉県 〒３５０－１１５１ 埼玉県川越市大字今福５１２ ０４９－２４３－４１４２

 バレーボール選手権大会 所沢市・さいたま市 川越市立福原中学校内 ０４９－２４０－１７７６

 第52回　全国中学校 栃木県 〒３２４－００４７ 栃木県大田原市美原１－１４－２ ０２８７－２３－３１６１

ソフトテニス大会 那須塩原市 大田原市立大田原中学校内 ０２８７－２３－３１６２

 第52回　全国中学校 栃木県 〒３２３－０８１１ 栃木県小山市犬塚３－２９－１ ０２８５－２５－５７４５

　 卓球大会 宇都宮市 小山市立小山第三中学校内 ０２８５－２４－６７１９

 第51回　全国中学校 山梨県 〒４００－０８０７ 山梨県甲府市東光寺２－８－１ ０５５－２２７－７０６３

バドミントン大会 甲府市 甲府市立東中学校内 ０５５－２２７－７０６３

 第43回　全国中学校 茨城県 〒３１０－０９０３ 茨城県水戸市堀町１１６６番地の１ ０７０－１４５０－６８４６

　 ソフトボール大会 水戸市・那珂市 水戸市立第五中学校内 ０２９－２５１－１４１５

 第52回　全国中学校 群馬県 〒371-0027 群馬県前橋市平和町２－１３－２４ ０２７－２３３－６６５１

　 柔道大会 前橋市 前橋市立第三中学校内 ０２７－２２４－６６７０

 第51回　全国中学校 神奈川県 〒２２１－０８５５ 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町３－１ ０４５－５６５－５７８８

　 剣道大会 川崎市 神奈川県立スポーツ会館内 ０４５－３２４－６６７０

 第51回　全国中学校 東京都 〒１９０－００１５ 東京都立川市泉町７８６－１６ ０４２－５３７－３１９６

　 相撲選手権大会 立川市 立川市立立川第六中学校内 ０４２－５３４－６９５４

 第29回　全国中学校 滋賀県 〒５２０－０８０７ 大津市松本１－２－１　大津合同庁舎 ０７７－５３５－９０８０

駅伝大会 竜王町・野洲市・湖南町 滋賀県教育委員会保健体育課内 ０７７－５３５－９０８１

 第59回　全国中学校 長野県 〒３８９－２５０２ 長野県下高井郡野沢温泉村９１６７番地 ０２６９－８５－２１４１

スキー大会 野沢温泉村 野沢温泉村公民館内 ０２６９－８５－４４４７

 第42回　全国中学校 長野県 長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ） 〒３８０－８５１２ 長野県長野市大字鶴賀緑町１６１３ ０２６－２２４－５０８３

　　　　　　　　　スケート大会 長野市 長野市若里多目的スポーツアリーナ（ビッグハット） 長野市文化スポーツ振興部スポーツ課内 ０２６－２２４－７３５１

 第42回　全国中学校 北海道 ひがし北海道クレインズアイスアリーナ 〒０８５－００５６ 北海道釧路市東川町１６番１号 ０１５４－２３－６１９１

アイスホッケー大会 釧路市 釧路市春採アイスアリーナ 釧路市立景雲中学校内 ０１５４－２３－６１９２

 第38回　(公財)日本中学校 山口県 〒７５３－００７０ 山口県山口市白石２丁目7-1 ０８３－９２４－８９９７

体育連盟研究大会 山口市 山口市立白石中学校 ０８３－９０２－７００７

神奈川県立スポーツセンター

14

3

８月１９日（木）～２１日（土）

9

7

８月２２日（日）～２５日（水）

８月１８日（水）～２１日（土）

８月１８日（水）～２１日（土）

5

８月２３日（月）～２６日（木）

８月２1日（土）～２5日（水）

ZOZOマリンスタジアム
ゼットエーボールパーク
袖ヶ浦市営球場
浦安市運動公園野球場　他

12

所沢市民体育館
サイデン化学アリーナ（さいたま市記念総合体育館）

８月２０日（金）～２３日（月）

11 日環アリーナ栃木

小瀬スポーツ公園体育館

6

8月12日長竹　　徹

星野　真也

佐藤　弘典

8月2日中島　一憲

8月9日

井田　正則

佐々木　祐紀

8月10日

8月11日

8月10日

下田　勝己 8月3日

林　　啓太

齊藤　聖雄 8月10日

Web 8/2
書類 8/9

8月9日

8月10日

小野沢　一宏

令和３年度　　全　国　中　学　校　体　育　大　会　・　研　究　大　会　一　覧 (案)

No 大　会　名 開催地 会　　　期 連絡責任者会　　　　場 大 会 事 務 局 所 在 地

1 ８月１７日（火）～２０日（金） 笠松運動公園陸上競技場 8月2日佐藤　　稔

滋賀県希望が丘文化公園スポーツゾーン芝生ランド１２月１８日（土）～１９日（日）

13 ８月２１日（土）～２４日（火）

15 ８月２０日（金）～２２日（日）

水戸市総合運動公園
  ノーブルホームスタジアム水戸・軟式球場
那珂総合公園野球場・多目的広場

８月２２日（日）～２５日（水） ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ

川崎市とどろきアリーナ

20
　　令和４年
　　１月２０日（木）～２３日（日）

高坂　義隆

　　令和４年
　　１月２０日（木）～２１日（金）

山口グランドホテル

16 ８月２１日（土）～２２日（日） アリーナ立川立飛 加藤　隆司

髙尾　勇一郎

19

18

21

　　令和４年
　１月２９日（土）～２月１日（火）

鈴木　秀規

17 福知　敬高

　　令和４年
　　２月１日（火）～４日（金）

野沢温泉スキー場カンダハーコース
南原クロスカントリーコース
野沢温泉シャンツェ

前澤　健太

8月2日

2 ８月１７日（火）～１９日（木） 千葉県国際総合水泳場 梅澤　昭芳
Web7/30
書類7/31

8月12日

10 ８月１７日（火）～１９日（木）
石川スポーツグラウンドくろいそ
（那須塩原市くろいそ運動場）

市川　　健 8月11日

ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ
高崎アリーナ

サイデン化学アリーナ（さいたま市記念総合体育館）
浦和駒場体育館
富士見市立市民総合体育館

4 ８月１８日（水）～２３日（月）

富士北麓陸上競技場球技場・河口湖くぬぎ平スポーツ公園
都留市総合運動公園やまびこ競技場
山中湖交流プラザきららサッカー場
JITリサイクルインクスタジアム

佐野　一紀

8 ８月１7日（火）～19日（木） エスフォルタアリーナ八王子 佐藤　千恵子
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